水戸一高 46 名

2021年度県立高校入試合格速報！
！ 2021年3月12日現在

水戸校1校舎のみの実績!!

その他

水戸二高 9名 緑岡高 7名 土浦一高 1名 日立一高 1名

首都圏高校入試実績!!

早大学院高 2名
早大本庄高 1名
慶應義塾高 1名
慶應湘南高 3名
豊島岡女子高 1名

水戸アカデミーの合格実績は入試直前まで集団授業に通った塾生のみです。
早稲田アカデミー生、途中退会生、講習会生、テスト生は一切含んでおりません。

合格おめでとう!!

水戸一高、慶應湘南藤沢高、豊島岡女子高、
江戸取高医科A特待、水城高SZS特待合格

水戸一高、慶應義塾高、
慶應湘南藤沢高、水城高SZS特待合格

早大学院、
水城高SZS特待合格

水戸一高、水城高ＳＺＳ特待、
茨城高特待合格

水戸一高、水城高ＳＺＳ特待、
茨城高特待合格

早稲アカ難関コースのテストの衝
撃は忘れられません。偏差値が見たこ
ともない数字で、首都圏のすごさを知
り、挑戦してみたいと思いました。成績
が伸びない時期が続きましたが、
どうに
か抜け出そうと苦手だった英語に力を
入れました。それでもなかなか成績は
伸びず、入試直前まで思うような結果
はでませんでした。
しかし、入試では英
語の見直しができたり、穴埋めをどん
どん思い付いたりすることができ、やっ
てきて良かったなと思うことができまし
た。たくさんサポートしてくれた先生方
ありがとうございました。

僕は早稲アカ難関生として首都圏
の高校も受けました。受験高も多くな
り不安と戦う日々は長く続きました。
し
かし、そのことで「不安と向き合うこと
の大切さ」に気付けました。最後に助
けてくれるのは、不安から逃げるのでは
なく、正面から向き合い不安を乗り越
えた自分だけです。これから受験が控
えている方々は根気よく、粘り強く頑
張っていってください。
水戸アカデミーの先生方、支えてく
れた家族、励ましてくれた友達、本当に
ありがとうございました。これからも頑
張ります。

一度早稲アカ難関科から落ちたこ
とは、大きなショックでしたが、首都圏
の高校を諦めきれず、過去問演習や
数学の解きなおしを毎日欠かさず行い
ました。その結果、早稲アカ難関科に
復帰でき、成績も上がり、自信を持て
るようになりました。早大学院の自己推
薦を受ける際には、調査書の添削や
面接の練習をしてくださいました。その
おかげで、自己推薦に合格することが
できました。
これからは、水戸アカデミーで学ん
だ継続することの大切さを実生活でも
生かせるようにしていきたいです。

授業を初めて受けた時の感動を今
でも覚えています。学習内容のレベル、
塾生の意識の高さ、先生方の熱心さ、
解説の分かりやすさなど全てにおいて
最高水準でした。毎回の授業は本当
に楽しく、いつも時間があっという間に
過ぎました。入試前日には先生からの
激励電話に励まされ、不安が吹き飛び、
当日は、集中してテストに取り組むこと
ができました。合格者一覧に自分の受
験番号を見つけた時は、本当に嬉し
かったです。水戸アカデミーで勉強で
きてよかったと心の底から思います。あ
りがとうございました。

私は中３の６月という、少し遅い時
期から水戸アカデミーに通い始めまし
た。するとすぐに、周りの人たちとの意
識の違いに驚きました。水戸アカデ
ミーでは周りの人たちのレベルが高く、
自分の意識も自然と変わっていきます。
また、授業の内容が高度で、先生がわ
かりやすく教えてくださるため、自分の
力がどんどん伸びていきます。勉強が
つらくなってしまう時にも、周りの皆とと
もに励ましあい、立ち直ることができま
す。そして、私は最後までくじけずに頑
張ることができ、志望校に合格するこ
とができました。

水戸一高、
江戸取高医科Ｂ特待合格

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

T・K（茨大附属中）

K・A（赤塚中）

T・M（駒王中）

N・W（見川中）

M・S（助川中）

募集定員の減少とコロナ禍の重圧に
押し潰されそうになりましたが、受験本番
で普段通りの力を発揮できたのは、水戸
アカでの質の高い圧倒的な勉強量のお
陰だと信じています。切磋琢磨しながら
積み上げてきた学力は、出題傾向が変
化しても簡単に崩れることは無いと自信
を持って受験に臨むことができました。
合格発表当日の心臓が張り裂けそう
な不安な思い、受験番号を見つけた瞬
間の安堵と喜び。そして、水戸アカの先
生、両親や祖父母への感謝の気持ちを
忘れることなく、高校に行っても頑張りた
いと思います。

僕は、中３から水戸アカに通い始め
ました。最初は予習の量とレベルの高
さについていくのに必死でした。
しかし、
今がんばれば高校生活が楽しくなると
信じてがんばりました。国語と社会が
苦手でしたが、先生方が授業後補習
をしてくださったり、考え方、覚え方をわ
かりやすく教えてくださったりしたおか
げで自信を持って入試に臨むことがで
きました。
水戸アカに通わなければ、今の自分
はいなかったと思います。塾の仲間と
勉強を頑張れて良かったです。高校で
も仲間と勉強に励みたいと思います。

昨年8月、私は模試の結果で「合格
率20％」
を目にしました。
そこから私は、
水戸アカデミーの水戸一必勝に通うこ
とになりました。そこでは、今まで自分
が知らなかったテストでの「戦略」
を学
びました。家で平日5時間、休日10時
間、合格率20％の奇跡を信じて、
ただ
ひたすらに勉強を重ねました。県立入
試では傾向が大きく変わり、あまり手
応えはなかったのですが、合格できまし
た。
とてもうれしかったです。
水戸アカデミーに通って点数は80
点上がり、第一志望に受かりました。あ
りがとうございました。

私は、中3から入塾しました。3月から
の休校で学校に通えず不安でしたが、
水戸アカでは、Zoomを使って授業を
受けられたので、学校再開後も焦らず
勉強することができました。
当日、大きく傾向が変わった教科も
ありましたが、今まで水戸アカで様々な
問題に取り組んできたおかげで、焦ら
ず、全力を出し切ることができました。
私が合格することができたのは、水戸
アカの先生方、両親などの支えがあっ
たからだと思います。本当にありがとう
ございました。

私は小学６年生の時から、水戸一
高に行きたいと思っていたので、中学
校に入学した春、水戸アカに通うこと
を決めました。県立入試本番、問題の
傾向がかなり変わりましたが、何とかす
べて解くことができました。
そして、合格
発表で、自分の番号を目にした時は、
とてもうれしかったです。
体調を崩し、
１度は諦めかけた私で
すが、水戸アカのおかげで、ずっと夢
見ていた高校に合格できました。先生
方に教わったことを心に刻み、高校で
も頑張っていきたいです。本当にあり
がとうございました。

水戸一高合格

水戸一高合格

土浦一高合格

緑岡高合格

水戸二高合格

R・K（那珂四中）

T・E（明光中）

R・H（友部中）

A・Y（茨大附属中）

A・E（友部中）

「水戸一高に進学する。」私は、
この
志を胸に水戸アカデミーに入塾しまし
た。授業はハイレベルで、ついていくの
が大変でした。それでも、
「負けてたま
るか！」
と、闘争心を燃やしてただただ
勉強に励みました。すると、少しずつ得
点が上がっていき、成績優秀者にもラ
ンクインできるようになりました。大切
なことは達成感の積み重ねだというこ
とを改めて実感しました。
先生方、今まで本当に有難うござい
ました。あの講義も、
あの感動も、私は
一生忘れません。

3月3日の本番当日、
とても緊張しま
した。
しかし、試験の前に水戸アカデ
ミーの友達と会い、
自分が水戸アカデ
ミーで学んだということを思い出し、自
信にすることができました。合格発表ま
での一週間、合格を信じて待ち続けま
した。自分の番号を見つけた瞬間はと
ても嬉しかったです。
今振り返ると、受験勉強がとても楽
しかったと思います。それも、水戸アカ
デミーで充実した勉強をして成績を伸
ばすことができたからです。水戸アカデ
ミーに入塾して良かったです。本当にあ
りがとうございました。

私は水戸アカデミーにお世話になっ
た３ヶ月で５教科の点数が約１００点
も上がりました。授業は先生が生徒を
指すことが多かったのでとても身が入
り、80分間の授業時間はあっという間
に過ぎました。
また、先生に相談すると
親身になって自分のことを考えてくれ
て、力がつくプリントをくださったり、詳
しく説明してくださったりしました。先生
方には言葉では言い表せない感謝の
気持ちでいっぱいです。これからも自
分の目標に向かって頑張っていきたい
と思います。本当にありがとうございま
した。

今年はコロナ禍により波乱に満ちた
1年でした。学校が休校になったり、塾
もZoom授業になったり、例年とは違う
状 況でした。ですが 、そんな中でも
様々な方面から支えてくれた両親、合
格に向けて熱心に、わかりやすく教え
てくださった先生方には感謝の気持ち
に堪えません。本当にありがとうござい
ました。無事合格しましたが、私は合格
することは終着点ではないと思ってお
ります。この先、
まだまだ人生という名
の道は続いていきます。今回の経験を
糧にし、道を歩んでいきたいと思いま
す。

R・H（茨大附属中）

K・S（茨大附属中）

T・I（茨大附属中）

今年の県立高校入試は、前年と傾
向が異なる教科もありましたが、水戸
アカデミーで多種多様な問題を解い
ていたので、焦らず、落ち着いて問題
に向き合うことができました。
レベルの高い授業、
レベルの高い
ライバル達と競い合いながら過ごせた
3年間は、
とても充実していました。第1
志望高校合格の切符をつかみとるこ
とができたのは、水戸アカデミーの先
生方との出会い、そして水戸アカデ
ミーの環境のおかげです。3年間、本
当にありがとうございました。

1989年創立 名門校受験専門進学塾
教育グループ

A・H（東海中）

R・T（勝田二中）

※合格校の掲載は進学先校及び首都圏高、最上位特待合格にしています。

問い合わせ先

ホームページ

水戸アカデミー

［電話受付：12：00〜21：30］

検索

無料

入塾選抜試験 3 ・4
4

選抜試験実施要項

●対象学年
新小学３・４・５・６年生、
新中学１・２・３年生
●日時・試験会場
・ 水戸アカデミー水戸本部校
2021年4月3日
（土）
・4日
（日） 10：30〜
●申込方法
試験前日までに電話で予約し、
当日、
申込書を記入して下さい。
4月3日
（土）
・4日
（日）
に受験されますと、
選抜テスト代が無料となります。
●科
目 〈小学部〉
算数・国語
（各40分）
〈中学部〉
数学・国語・英語
（各40分）
※新中１は算数・国語

●出題範囲 公立学校で習った範囲を中心に出題。
●受 験 料 無料
〔4月4日以降は2,500円
（税込）
〕
●評
価 Ⓐ的確な学力の判定。
（全国偏差値、
教科単元別評価が
記載された帳票をお渡しします）
Ⓑ本校の入学基準に基づく判定。
Ⓒ教育相談

土

日

中学受験選抜コース 全クラス選抜制 高校受験選抜コース

学年
新小3

コース

科目

平日選抜科

算・国

土曜選抜科

水 木
○

13:30〜15:30

授業料

学年

コース

10,860円

○
○

○

算国 17,220円

新中1 土曜理社科

△

△

理社 9,020円

日曜理社科

平日選抜科

算・国

17:10〜18:30 ○

日曜選抜科

算・国・理・社

Ｔ選抜科（県立中対応）

算×２
国・理・社

早稲アカ難関科
（首都圏中対応） 算・国・理・社
Ｔ選抜科（県立中対応）

算×２
国・理・社
記述対策

○
□

Top Straigh（
t 中高一貫生）

22,800円

早稲アカ難関科

△ ○

算国 25,810円

19:00〜20:30 ○

△ ○

理社 11,400円

17:10〜18:40 □

□ □

19:00〜20:30 □

□
○ △

算国 25,810円

19:00〜20:30 ○

○ △

理社 11,400円

□

19:00〜20:30 □ □

□

日曜選抜科（県内国私立中対応） 算・国・理・社

8:30〜13:10

新中2

早稲アカ難関科
平日選抜科

Top Straigh（
t 中高一貫生）

金

土 日

○

○

15：10〜19：30

○

17：45〜19：05

○

13：30〜14：50

○

授業料
22,500円
6,600円

8：30〜13：00

○

22,500円

○

24,410円

19：20〜20：40 ○

○

○

15：10〜19：30

○
○

17：45〜19：05
13：30〜14：50

○

英・代数・幾何 19：00〜20：20 ○

英・数・国

理社科（全クラス共通）

25,580円

水 木
○

15：10〜19：30

英・数・国

新中3 日曜選抜科・超特難関科

火

英・数・国

理・社

Top Straigh（
t 中高一貫生）

35,640円
□

土曜理社科

授業時間
19：20〜20：40

英・国・代数・幾何

英・数・国

日曜選抜科
日曜理社科

23,710円

17:10〜18:40 ○
17:10〜18:40 □ □

平日選抜科

29,700円
□

理・社

15,200円

17:10〜18:40 ○

8:30〜13:10

英・数・国

難関選抜科・日曜選抜科

17:10〜18:40

8:30〜12:50

科目

平日選抜科

19:00〜20:20

日曜選抜科（県内国私立中対応） 算・国・理・社

新小6

金 土 日

理・社

早稲アカ難関科
（首都圏中対応） 算・国・理・社
新小5

授業時間

算・国

平日四谷科
新小4

火

16:30〜17:30 ○

19：00〜20：40 ○
19：20〜20：40 ○

○
○
○

理・社

17：50〜20：40
8：30〜12：50

6,600円

○

22,500円

○

31,830円

○

13：30〜18：00

英・数Ⅰ・数A

22,500円

○
○

24,410円
13,120円

○

24,410円

中1授業4月開講! 新規塾生募集

水戸アカデミーでは4月から始まる中学生活や部活に合わせて3つコースがあります。
部活や学校と両立できる水戸アカデミーで、ライバルの一歩先行く中学生活を送りませんか。

水戸一高を目指すなら

首都圏難関高に挑戦するなら

水戸一高附属中に進学するなら

今年の中1が水戸一高を受験するときは、募集定員が
以前の半分の160名になり、非常に狭き門になります。
水戸アカデミーは創立以来県立入試対策を徹底してお
り、毎年塾生の半数以上を水戸一高、土浦一高に合格さ
せています。中1から授業進度は学校より先に進み、中
学の授業が塾の復習になります。その結果、中学の定期
テストでも学年トップレベルを維持しています。

東大合格者数No1の開成高や早慶附属高の入試は
高校範囲を含む非常に高度で難しい問題が出題されま
す。首都圏高の入試問題に対応するために教科書レベ
ルを超えた学習が必要になります。水戸アカデミー難関
クラスでは首都圏No1進学塾の早稲田アカデミー最上
位クラスと同じカリキュラム、テストを実施し首都圏入
試に備えます。

中高一貫中のカリキュラムに合わせて、
数学は代数、
幾
何に分けて学習し、
国語は古文を中心に学習します。
中2
で中学内容を終了させ、
中3からは高校範囲の学習をス
タートします。中高一貫中学の授業進度は非常に速く、
また周りは優秀な人ばかりです。その中についていくた
めには先取りの予習が必要です。水戸アカデミーでは中
高一貫中学でも上になれるようしっかりと指導します。

平日選抜科/日曜選抜科

難関選抜科

平日/日曜選抜科の3つの
「できます」
① 平日選抜科、日曜選抜科は同一カリキュラム・同一
教材なので、部活等で欠席する場合は授業を振り
替えることができます。
② 県立入試で最も差の出る理科社会についても中1
から学習できます。
③ 毎月全県、全国レベルの実力テストを実施し、自分
の偏差値、
順位、
弱点を知ることができます。

対象

難関選抜科のここが
「スゴイ!」
① カリキュラム、
教材がスゴイ!

英語

② 生徒のレベルがスゴイ!

ボキャブラリーの強化と英文法の理解と定着を図り、中２までに
中学範囲の学習を終了し、中３では高校範囲の学習と長文読解の
学習を中心に行っていきます。中２で英検準2級、中３で英検2級
を習得できるようにしていきます。

数学

③ 講師がスゴイ!

中１から代数と幾何それぞれを並行して学習していき、中２で中学
の学習範囲をすべて終わらせます。中３からは数学Ⅰと数学Aの学
習をスタートします。

国語

文章読解では高度な内容の文章を扱い、読みこなすことのできる
文章のレベルを高めます。
また中学校の国語学習でつまずきがちな文法と古文についても導
入から丁寧に扱い、
総合的な国語力を養成することを目指します。

→中1では最高レベルの難度の高い教材を扱います。
→塾生の中からさらに選抜された人たちが切磋琢磨します。
→首都圏入試を知り抜いたベテラン講師が情熱指導します。

水戸一高附属中必勝クラス
水戸一高附属中に合格するためには、検査Ⅰで５〜６割、検査Ⅱで７割以上の
得点、そして何より非常に作業量の多い適性検査問題を時間内に解き切る処
理力が求められます。また理科や社会の広範な知識も必要になるので、小手
先だけの適性検査対策では合格を手にすることは難しいでしょう。水戸一高
附属中必勝クラスでは、毎回様々なテーマの適性検査型の問題を演習し、そ
の場で詳細に解説を加えることで処理力、答案作成力の向上を図ります。ま
た、家庭では対策の難しいグループ面接のトレーニングも行いますので、まさ
に「水戸一高附属中合格」
のために必要な全てが凝縮された講座です。

実戦力と得点力を
鍛える演習形式

水戸一高附属中合格の必勝プログラム

水戸一高附属中をはじめとする県立中高一貫校の
適性検 査では、高倍率を勝ち抜くための正確さやス
ピード、
初見となる表や資料に対する分析力や理解力
が求められます。
水戸一高附属中必勝クラスでは、
毎回
制限時間を設けて演習形式で問題を解かせ、
本番で
合格点が取れるよう徹底的にトレーニングします。

2

詳細な記述添削

適性検査の受検にあたって多くの生徒が戸惑い
を感じるのが文章記述です。水戸一高附属中必勝
クラスでは、文系授業において、生徒が書いた文章
を添削専門スタッフが 詳 細に添削・評 価して返 却
します。毎月続けることにより、記 述力が飛躍的に
向上します。

3

集団面接
トレーニングの実施

生徒や保護者にとって適性検査の不安要素となり
やすいのが集団面接です。水戸一高附属中必勝クラ
スでは、月に一度、過去に適性検査の集団面接で問わ
れた題材をもとに、面接のトレーニングを行います。
2021年度入試ではこのトレーニングで扱ったテーマ
が水戸一高附属中の本番でも問われました。

2021年度

水戸一高
附属中

4

11

17

日

定員
80 名

名

合格

水戸一高附属中の開校初年度で、水戸アカデミーは水戸本部校の一校舎か
ら17名の合格者を出すことができました。2021年度の適性検査問題を見ると、

1

Top Straightクラスの授業内容

開講

新小6

Top Straight

■実施時間 ※日程はグループにより異なります。 ■対
象／小学6年生
・講
座／日曜日13：30〜15：30 ■授 業 料／（塾生・一般生共通）
12,800円／月（税・教材費・添削費込）
３回／月
・面接トレーニング／日曜日15：40〜16：10 ■実施場所／水戸アカデミー水戸本部校
１回／月

申込
方法

一般生

水戸アカデミーの選抜試験を受験し、合格された方は、
「講習会・各種講座・
個別指導申込書」へ必要事項を記入の上、1ヵ月分の授業料を添えてお申し
込みください。 次月以降は振込用紙を郵送します。

